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効率的な汚水処理システム
の将来構想に関する共同研究
（さいたま市）

1.

研究の背景と目的

さいたま市には，１箇所の下水処理場と２箇所の
し尿処理施設が整備されている。２つのし尿処理施
設の供用開始は１年違いであり，改築更新時期に投
資が集中する可能性がある。また，今後の下水道普
及率の増加に伴い，し尿処理人口は現状の約半分と
なることが想定され，汚水処理の類似施設である下
水処理場とし尿処理施設が互いに連携して効率的な
汚水処理システムの構築を目指す必要がある。本研
究では，し尿・浄化槽汚泥量の将来予測を行い，将
来的に下水処理場で受け入れた場合の受け入れ可能
量，下水処理場への影響，共同処理による効果を検
討することを目的として行った。

を受け入れることによる水処理プロセスへの影響を
明らかにするとともに，汚泥の有効利用方法の検討，
増加する発生消化ガスの有効利用方法や既設の下水
処理場の設備の見直しを行うことも共同研究の目的
とする。本研究の全体フローを図-１に示す。
1.基礎調査
・現地調査
・過年度データの整理
・既存施設情報の整理

2.汚泥発生量の推計
・将来人口の設定
・発生汚泥量の推計
・発生し尿・浄化槽汚泥量の推計

3.汚水処理システム構想案の作成

2.

研究体制

本研究は，さいたま市と(財)下水道新技術推進機
構の２者で実施した。

3.

・既存施設の能力の確認
・既存施設改造の検討
・受け入れ可能時期の検討
・検討ケースの設定（複数）

4.基本構想案の検討
・市内部での検討会

研究内容
5.導入効果の検討

本研究の目的は，し尿処理施設で処理しているし
尿と浄化槽汚泥の減少に伴い，これらを既設下水処
理場で受け入れ処理する集中処理方式の将来構想を
策定することである。
また，既設のし尿処理施設の一部を活用しつつ，
下水処理場で集中処理することによるコストダウン
等のシステム導入効果を検討する。さらに，し尿等
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・経済性効果
・温室効果ガス排出量の削減効果
・既存プロセスへの影響

6.報告書作成

図-１ 研究の全体フロー
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置した浸透桝で処理しているが，浸透桝に溜まった場合は，

調査結果

くみ取りを行ってし尿処理施設で処理している。)

4.1 基礎調査
(1)形態別処理人口の推移
くみ取りし尿人口，浄化槽人口および下水道接続
人口の推移を図-２に示す。平成 11 年度から平成 21
年度の人口推移は，くみ取りし尿が 38％に減少，浄
化槽が 72％に減少，下水道は 148％に増加しており，
下水道の普及に伴いし尿処理が減少する傾向を示し
ている。

120,000

搬入量（kL/年）

100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
H13

H14

H15

家庭雑排水

1,400,000

H16

H17

H18

H19

浄化槽汚泥

H20

H21

し尿

図-３ し尿・浄化槽汚泥の搬入量の推移
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4.2 発生汚泥量の推計
(1)将来人口の設定
形態別処理人口の設定フローを図-４に示す。まず
行政人口を設定し，下水道処理人口を減じてし尿処
理人口を求め，汚水処理普及率を考慮して形態別し
尿処理人口を推計する。
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図-２ 処理形態別人口の推移

行政人口の設定

(2)処理施設の概要および搬入量の推移
下水処理施設およびし尿処理施設の概要を表-１
に示す。供用開始からの経過年数は，それぞれ 30
年，10 年，11 年（平成 22 年度末現在）となってお
り，近い将来，設備類の多くが耐用年数を迎えるこ
とが予想される。また，し尿処理施設については，
耐用年数の上限が 15 年（一般構造物を除く）であり，
供用開始年が 1 年違いであることから，施設更新を
行う場合に投資が集中する可能性がある。
表-１ 施設概要
項目

下水処理施設

完成年月

S56年3月

処理方式

し尿処理施設Ａ し尿処理施設Ｂ
H12年3月

H13年3月

高負荷脱窒素処 膜分離高負荷脱
標準活性汚泥法
理
窒素処理

処理能力

m 3/日

23,000

147

処理実績

m 3/日

14,206

123

150

総事業費

億円

42.7

42.1

31.5

その他

179

処理水の一部を
脱水汚泥を焼却 脱水汚泥の一部
県の再生水処理
処理
を堆肥化
施設に送水

し尿処理施設へのし尿・浄化槽汚泥搬入量の推移
を図-３に示す。平成 13 年度に対して平成 20 年度は，
くみ取りし尿が 56％に減少，浄化槽が 83％に減少，
家庭雑排水(※)は横ばいの状況である。平成 21 年度
にし尿・浄化槽汚泥が増加しているのは，受け入れ
区域が増えたためである。
(※家庭雑排水：し尿を除いた生活雑排水。宅地内に設

下水道処理人口の設定

し尿処理人口の設定
下水道普及率によるケース設定
形態別し尿処理人口の設定

図-４ 処理人口設定フロー
1)行政人口の設定
各種計画値から次の２ケースを想定した。それぞ
れの計画値は，平成 21 年度の実績値と比較して補正
を行った。
ケース１：国立社会保障・人口問題研究所(平成 20
年 12 月推計)の推計値を用いる(人口減
少が穏やかなケース)。
ケース２：埼玉県の流域下水道整備総合計画の推
計値を用いる(人口減少が著しいケー
ス)。
2)下水道処理人口の設定
下水道処理人口は，行政人口に下水道普及率（市
計画値）を乗じて算出した。
3)し尿処理人口の設定
し尿処理人口は，行政人口から下水道処理人口を
減じて算出した。
ケース１（社人研補正値による行政人口）とケー
ス２（流総計画補正値による行政人口）の行政人口
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を用いた場合のし尿処理人口の推計値を図-５に示
す。両ケースにおけるし尿処理人口の差は，最大で
も 2,800 人程度であり，行政人口の設定による差は
少ない。よって，人口減少が穏やかな社人研補正値
の行政人口を用いることとした。
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(3)し尿・浄化槽汚泥発生量の推計
形態別し尿処理人口に原単位を乗じて日平均汚泥
発生量を算出した。また，家庭雑排水は，下水道の
普及に伴い減少していくと考えられるため，平成 21
年度実績値に各年度人口増減率を乗じて算出した。
現状のし尿処理施設の汚泥搬入量は週変動が大き
いため，施設能力の評価には変動を考慮した汚泥発
生量を用いる必要がある。そこで，搬入量実績より
週変動を求め，日平均汚泥発生量に週変動率を乗じ
て日最大汚泥発生量を求めた。推計結果を図-６，図
-７に示す。推計結果より，平成 21 年度の実績値と
誤差が少ないケース②（接続率 92.9％）の汚泥量を
用いて検討を行う。

行政人口（ケース２）

し尿処理人口（ケース１）

し尿処理人口（ケース２）

図-５ 行政人口およびし尿処理人口の推計
4)下水道普及率によるケース設定
下水道普及率に対する接続率を考慮し，し尿処理
人口を推計する。接続率は，次の２ケースを設定す
る。
ケース①：接続率 100％（し尿量が最も少なく推計
される）
ケース②：接続率 92.9％（過年度実績値）
5)形態別し尿処理人口の設定
形態別し尿処理人口は，し尿処理人口に形態別人
口割合を乗じて算出した。形態別人口割合は，平成
21 年度実績および「一般廃棄物処理基本計画(平成
18 年 3 月)」に示されている平成 29 年度目標値から，
中間年を直線補間して設定する。
(2)くみ取りし尿・浄化槽汚泥原単位の推計
し尿，浄化槽汚泥の原単位は地域によって異なる
こと，平成 21 年度より受け入れ区域が増加したこと
から，現状を反映している平成 21 年度の搬入量と人
口の実績値を用いて原単位を算出した。浄化槽汚泥
については，
「汚泥再生処理センター等施設整備の計
画･設計要領 2006 改訂版」の例を参考に，単独お
よび合併浄化槽汚泥原単位の比率を 0.3：0.7 と仮定
した。算出結果を表-２に示す。くみ取りし尿は，簡
易水洗の影響もあり，原単位が大きくなっていると
想定される。
表-２ 排出量原単位の推計
排出量原単位（L/人・日）
項目
くみ取り
単独
合併
し尿
浄化槽 浄化槽
原単位
4.35
0.55
1.28
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(実
実績
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家庭雑排水(kL/日)
績）
単独浄化槽汚泥量(kL/日)
合併浄化槽汚泥量(kL/日)

図-６ 形態別汚泥発生量（日最大）
･･･ケース①（接続率 100％）
し尿・浄化槽汚泥の日最大発生量
（kL/日）

績） 績）
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合併浄化槽汚泥量(kL/日)

図-７ 形態別汚泥発生量（日最大）
･･･ケース②（接続率 92.9％）
4.3 汚水処理システムの検討
(1)下水処理センターの施設能力の確認
し尿・浄化槽汚泥は汚泥処理系で受け入れること
とし，消化槽で嫌気性発酵による有機物の分解を行
い，消化ガスとして回収・利活用を行う。本処理場
の消化槽は中温消化であり，一般的な基準である滞
留日数 20 日を確保できるように，し尿・浄化槽汚泥
を受け入れることとする。
下水汚泥量は，下水処理施設の処理区域の整備が
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り，汚泥量は約 1/5 程度まで減量化が可能である。
し尿・浄化槽汚泥を機械濃縮した場合の汚泥量と消
化槽余裕能力の比較を図-９に示す。図-９より，平
成 21 年のし尿等最大発生量時においても，下水処理
場投入可能量の 81m3/日を下回り，下水処理場での
受け入れが可能である。
400
350

汚泥量(kL/日)

完了していること，流入水量はほぼ横ばいで推移し
ていることから，将来の流入水量，汚泥量は現状と
変わらないと想定し，平成 21 年度実績値を用いた。
平成 21 年度の処理実績から，汚泥処理施設の能力
を比較した結果を以下に示す。
1)現状の汚泥処理施設能力
消化槽容量は 3,450m3 であり，滞留日数 20 日とな
る汚泥量は 173m3/日である。これに対して，現状の
消化槽投入汚泥量は 164m3/日，滞留日数 21 日であ
り，余裕がない。この要因として，濃縮汚泥の含水
率が 98.7％と設計値よりも高く，消化槽投入汚泥量
が多くなっていることが考えられる。
そこで，現状の重力濃縮を機械濃縮に変更し，濃
縮汚泥の含水率を 96％まで低下させる。
2)改造後の汚泥処理施設能力
機械濃縮により消化槽投入汚泥量が減少するため，
消化槽の処理能力 173m3/日（滞留時間を 20 日とし
た場合）に対し，投入汚泥量が 92m3/日（日最大）
となるため，消化槽の能力に余裕が生じ，し尿・浄
化槽汚泥の受け入れが可能となる。
(2)雑排水の受け入れ
雑排水は，次の理由より下水処理場へ直接投入し
ても問題がないと考えられるため，雑排水を除いた
し尿・浄化槽汚泥量の推計値を基に，投入可能量の
検討を行う。雑排水の投入箇所は，砂利や砂等を除
去する必要があるため，沈砂池の手前とする。
・雑排水の水質は，流入下水と比較して低い（BOD
は約４割，COD は約５割程度）。
・現状の雑排水量は 28m3/日であり，下水処理施
設の流入水量(14,000m3/日)に対する投入率は
0.2％と低く，処理能力に 23,000m3/日に対して
も余裕がある
(3)し尿・浄化槽汚泥受け入れ可能量の検討
し尿・浄化槽汚泥の推計値と，消化槽能力の余裕
分(81m3/日)の比較を図-８に示す。処理場別の汚泥
発生量は，２つのし尿処理施設での搬入量比率を実
績値から求め，図-７の市全体の汚泥発生量を按分し
た。下水汚泥のみを濃縮した場合，市全体から発生
するし尿・浄化槽汚泥量は，下水処理場の消化槽能
力の余裕分を上回っているため，し尿・浄化槽汚泥
の全量をそのまま消化槽へ投入することは困難であ
る。
し尿・浄化槽汚泥を下水処理場の消化槽で受け入
れるためには，下水汚泥とともに機械濃縮を行い，
減量化する必要がある。し尿処理施設へ搬入される
し尿・浄化槽汚泥の含水率は 99.4%であり(過年度平
均)，下水汚泥と共に 96%程度まで濃縮することによ
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図-８ し尿等の日最大発生量と消化槽余裕能力
400
350

汚泥量(kL/日)

2010 年度

300
250
200
150
100
50
0
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32
し尿処理施設Ｂ

図-９
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し尿等を下水汚泥と共に機械濃縮した場合
のし尿・浄化槽汚泥量と消化槽余裕能力

(4)検討ケースの設定
し尿処理施設 A は流域下水道の管渠と隣接してお
り，し尿処理施設 B は下水処理場と隣接している。
各施設の位置関係から，表-３のケースを設定とした。
なお，し尿投入のケースでは，し尿に含まれる夾雑
物をし尿処理施設の前処理設備で除去して，下水処
理場へ投入することとする。また，臭気対策として
し尿処理施設の脱臭設備を残す設定とする。
表-３ 検討ケース
ｹｰｽ
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1

2

3

4

し尿処理施設Ａ（収集地区Ａ） し尿処理施設Ｂ（収集地区Ｂ）
Ａ地区の汚泥をし尿施設Ａで前処
理し、近隣の流域下水道幹線管渠 継続利用
へ投入する。
Ａ地区の汚泥をし尿施設Ａで前処
理し、市内の下水処理場へ車両で 継続利用
輸送する。
Ｂ地区の汚泥をし尿施設Ｂで前処
継続利用
理し、隣接する下水処理場へ投入
する。
Ａ・Ｂ地区の汚泥をし尿施設Ｂに
廃止
集約して前処理し、隣接する下水
処理場へ投入する。
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(5)各ケースの費用比較
費用比較で計上した項目を表-４に示す。ケース４
は市内のし尿・浄化槽汚泥を施設 B に集約して前処
理するため，施設 B の処理能力（179kl/日）と図-７
の汚泥推計量の比較から受け入れ可能時期は平成
32 年度と想定され，この汚泥量を用いて事業費を算
出した。各ケースの事業費の比較を図-10 に示す。
２つのし尿処理施設を継続利用する場合と比較して，
ケース４では 63％の削減，事業費として年間 450 百
万円程度の削減効果があると試算された。
表-４ 費用比較項目

建
設
費

維
持
管
理
費

項目
内容
・ 機械濃縮設備の建設費
▲下水処理場の施設
・ 消化槽設備更新費（汚泥濃度が高くなるため、ガ
改造費
ス攪拌から機械攪拌へ変更する）
▲し尿投入設備建設 ・ 前処理したし尿・浄化槽汚泥を下水処理場へ送る
費
ためのポンプ、管渠の建設費
・ し尿投入を行う場合、既存施設の前処理・脱臭設
備を利用して前処理を行うこととし、全体更新費
◎し尿処理施設の更
から前処理・脱臭設備のみの更新費に削減される
新費
とした。
・ ケース４では、施設Ａの廃止により全体更新費が
削減されるとした。
・ 流域下水道で処理するため、流域下水道に支払う
▲下水処理場の運転
下水道使用料
管理費増加分（ケー
・ 管渠投入の際に、し尿・浄化槽汚泥の希釈に水道
ス1）
水を利用するとし、その料金
▲下水処理場の運転 ・ 濃縮設備の電力費、薬品費
費増加分（ケース2 ・ し尿投入による返流水負荷増加に伴う水処理送風
～4）
機設備の電力量の増加
・ ケース２で、前処理した汚泥を車両にて下水処理
場へ運搬する費用（ケース４では、地区Ａの汚泥
を収集した車両の運搬距離が増加するが、増加費
▲汚泥運搬費
用は軽微であるため、費用比較には考慮しな
い。）
▲汚泥処分費の増加 ・ し尿・浄化槽汚泥由来の脱水汚泥の増加
・ し尿投入を行う場合、既存施設の前処理・脱臭設
備を利用して前処理を行うこととし、前処理・脱
◎し尿処理施設の維
臭設備に係る維持管理費に削減されるとした。
持管理費、人件費
・ ケース４では、施設Ａの廃止により、施設Ａの維
持管理費がなくなるとした。

費用（百万円/年）

（▲：費用増加，◎：費用減少）
800
700
600
500
400
300
200
100
0

⑥
⑤
④
③
②
ケース１

①
ケース２

し尿A：建設費⑥
し尿B：建設費④
下水処理場：建設費②

ケース３

ケース４

し尿施設継続

し尿A：維持管理費⑤
し尿B：維持管理費③
下水処理場：維持管理費①

により，ガス発生量は 1,245Nm3/日（平成 32 年度の
汚泥量推計値を用いた場合）となる。
表-５
項目

消化ガス発生量の算定

単位

下水汚泥
機械濃縮
現状
導入後
164
70

浄化槽
汚泥

し尿

汚泥量

t-wet/日

14

117

固形物量
固形物濃度(TS)

t-DS/日
％

2.1
1.31

※

2.8
4.00

0.2
1.28

0.9
0.74

有機物濃度(VS)

％-TS

84.8

84.8

60.0

80.0

0.401
0.401
0.500
0.350
Nm3 /kg-VS
731
952
54
242
Nm3/日
※現状では濃縮設備の回収率が低く、SSが系内を循環しているが、機
械濃縮導入によりSS回収率が上がるため、投入汚泥の固形物量は増加
する。

消化ガス転化量
消化ガス発生量

し尿受け入れにより消化ガス発生量が現状の 1.7
倍に増加することから，消化ガスの有効利用を検討
する。有効利用としては発電を想定し，その効果を
試算する。試算条件は以下とする。
・最近の導入事例を考慮して，小型発電機（出力
25kW，発電効率 32％）を想定する。
・発電機は複数台設置し，下水汚泥由来の消化ガ
ス発生量の年間変動（平成 21 年度実績値）を
考慮して，運転台数を検討する。
・発電の排熱回収を行い，消化槽の加温に利用す
る。
・発電電力は場内で利用することとし，購入電力
の削減分を便益とする。
発電設備導入による便益算定結果を図-11 に示す。
発 電機の 設置 台数は ４台 となり ，そ の建設 費は
4,140 千円/年(補助控除)，維持管理費は 4,220 千円
/年となる。発電機の運転台数は，消化ガス発生量の
季節変動により２～４台となり，年間の発電電力量
は 695,693kwh/年と試算された。削減費用としては，
購入電力の削減分が 9,183 千円/年，発電排熱の利用
により消化槽の加温に利用している重油使用量が削
減され，その効果は 663 千円/年と試算された。これ
らの効果から建設費と維持管理費を差し引いた便益
は 1,487 千円/年となる。
12,000

(6)バイオマス活用による効果
1)消化ガスの有効利用
し尿受け入れにより消化槽に投入される有機物量
が増加することから，消化ガス発生量が増加する。
消化ガス発生量の試算結果を表-５に示す。現状の消
化ガス発生量は 730Nm3/日（平成 21 年度実績値）で
あり，機械濃縮導入，し尿・浄化槽汚泥の受け入れ
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費用（千円/年）

図-10 概算事業費の比較

便益：1,487千円/年

10,000
8,000

発電設備の建設費
（補助控除）

6,000

発電設備の維持管
理費

4,000

購入電力の削減

2,000
0
増加費用

削減費用

加温用重油使用量
の削減

図-11 発電設備導入による便益算定結果

2010 年度
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2)温室効果ガス排出量の削減効果
共同処理による温室効果ガス排出量の削減につい
て，①電力，燃料等のエネルギー消費に伴う排出，
②施設の運転に伴う各処理プロセスからの排出を対
象として試算した結果を図-12 に示す。現状の下水
処理場とし尿処理施設から排出される温室効果ガス
排出量は 5,419t-CO2/年である。共同処理により，
し尿処理施設における処理に伴うエネルギー消費が
大きく減少し，また消化ガス発電による削減もあり，
全体として 2,910t-CO2/年の削減になると試算され
た。
温室効果ガス排出量（t-CO2/年)

6,000
⑧

3,000

⑤

2,910 tCO2/年
⑥ 電力消費に伴う排出（し尿A）
削減

⑥

④

⑤ 燃料消費に伴う排出（し尿B）
③

2,000

④ 施設の運転に伴う排出（し尿B）

③
②

1,000

6.

⑦ 施設の運転に伴う排出（し尿A）

⑦

③ 電力消費に伴う排出（し尿B）

②

①

② 施設の運転に伴う排出（下水）

①

0
現状

し尿受入後

① 電力・燃料等の消費に伴う排出（下水）

図-12 温室効果ガス排出量の削減効果
(7)し尿受け入れによる水処理への影響
し尿受け入れにより返流水中の BOD や窒素が高く
なると考えられる。し尿・浄化槽汚泥由来の返流水
濃度を想定し，増加負荷を試算した結果を表-６に示
す。流入下水に対する負荷増加量は T-N で 15％，T-P
で 14％となる。し尿受け入れケースにおいて現状の
除去率で処理した場合，放流水質は，現状よりも T-N
は約 3mg/L，T-P は 0.3mg/L 増加となる。
なお，負荷増加に伴い水処理施設の送風量が増加
するが，送風機設備の能力は通常運転時では対応可
能であることを確認した。
表-６ 水処理への影響
負荷量（kg/日）
し尿・浄
流入下水 化槽汚泥
由来

BOD
T-N
T-P

2,660
420
45

除去率(％)

増加負荷
割合(流入
下水比)

27.4
65.3
6.3

●この研究を行ったのは
資源循環研究部長
資源循環研究部副部長
資源循環研究部研究員
資源循環研究部研究員

1.0%
15.5%
14.0%

(過年度
平均)

96.6
44.4
43.1

放流水濃度（mg/L）

現状

6.5
16.7
1.8

し尿受入
後

6.5
19.3
2.1

石田
貴
落
修一
阿部真由美
谷口 智彦

まとめ

下水処理場とし尿処理施設が連携して処理を行う
ことで，事業費として年間約 450 百万円の削減，温
室効果ガス排出量は約 2,910 t-CO2/年の削減になる
と試算された。さらに，し尿・浄化槽汚泥といった
地域のバイオマスを回収し発電に利用することで，
年間約 150 万円の削減効果が見込まれると試算され
た。本研究が今後の事業費低減，環境負荷低減につ
ながれば幸いである。

⑧ 燃料消費に伴う排出（し尿A）

5,000
4,000

5.

今後の課題

下水処理場にし尿・浄化槽汚泥を受け入れるにあ
たって，本ケースでは，濃縮設備や消化槽設備等の
設備改良が必要となる。実施にあたっては，設備の
詳細検討，設置スペースの検討，雑排水受け入れ体
制の検討等が必要となる。
また，し尿受け入れに当たっては，以下の点に留
意する必要がある。
(1)周辺住民への配慮
下水処理場で，雑排水と前処理したし尿・浄化
槽を受け入れるにあたり，共同処理の目的，意義
について住民説明会を行う等周辺住民の理解を得
ることが重要である。また，し尿処理施設Ｂでし
尿処理施設Ａのし尿・浄化槽汚泥を受け入れるに
あたっても，周辺住民の理解を得ることが重要で
ある。
(2)消化ガス中の硫化水素濃度
し尿等を受け入れる場合には，下水汚泥のみの
場合に比べて硫化水素が多量に発生する可能性が
高い。そのため，脱硫装置の管理手法に十分な配
慮が必要である。
(3)維持管理費の分担
前処理したし尿・浄化槽汚泥を下水処理場で受
け入れることにより，下水処理場での維持管理費
が増加することになり，費用分担を調整する必要
がある。

●この研究に関するお問い合わせは
資源循環研究部長
資源循環研究部副部長
資源循環研究部研究員
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